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　こうのとり相談室が発足して 10年
がたちました。紆余屈折がありまし
たが、なんとか 10年が経過いたしま
した。この間、こうのとり相談室に救
われた人、相談室に失望した人、たく
さんいらっしゃったと思います。しか
し、カウンセラー、看護師、胚培養士
の、どこからのどんな種類の相談でも
対応できる、対応しようじゃないかと
相談室を立ち上げた当時の熱気、３者
の意気込みは、構成員のかわった現在
にも受け継がれていると自負していま
す。どういう訳か、昨年の夏以降、大
急増した患者さんたちには、以前以上
に待ち時間の延長（私は待つのは大嫌
いです。私自身が大嫌いな待つ時間を
私の可能な限り短縮しようといろいろ
努力しているのは、目立たないかもし
れませんが本当なんです。）や診察時
の慌ただしさで御迷惑を大変におかけ
していると、非常に心苦しくは感じて
いるのですが…（今年から、色々な制

限がかかって、さらに御利用がしづら
くなっていることも心苦しく申し訳な
いと思っています。）。一日 100人以
上の患者さんに十分に満足していただ
ける医療内容を維持するのはなかなか
難しいものがあります。私の診療で満
足のいかない不十分なところへ、痒い
ところへ、当院のこうのとり相談室は
手を差し伸べつづけています。もし、
まだ、御利用していない患者さんがい
らっしゃるようであるならば、是非一
度訪室してみて下さい。前述もしまし
たようにすべての患者さんが満足のい
く結果になる訳ではないと思います。
しかし、救われたと感じる患者さんも
必ずいるはずです。
　不妊症というのは大変に厄介な病気
で、病気といえば病気ですが、病気で
ないといえば病気でない。説明会の際
にも話をしていますが、妊娠は努力し
ないでもできる人にはできてしまい、
さらには妊娠しようと思っていない人

にも、努力なしで、ある意味簡単に、
言い方を変えていえば不幸にも妊娠は
訪れてしまいます。一方で、妊娠した
いと一生懸命努力している人にはなか
なかコウノトリはおりてきません。い
い社会というのは努力相応の報酬が得
られる、努力したらそれなりの成果が
得られるものだと考えています。不妊
症治療は、でも、そうはならない。胃
癌でも心臓病でも、さらにいえば当院
で行っている減胎手術でさえも、払っ
た努力、犠牲の成果は正比例の関係で
還元されます。不妊症はそうはならな
い。ここに心の中の葛藤、精神的なス
トレスが生じます。これをなんとか解
消はできないまでも、なんとか軽減し
ようと当こうのとり相談室はスタート
しました。その初期の目標を維持しつ
つ、更なる高みを目指して日々の地道
な努力を続けていきたいと念じていま
す。

吉川　文彦

こうのとり相談室
10周年。
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Aさん
養子である事を 1つの個性として生
きていってほしい。養子であることを
誰かに言われた時に「そうなんだよね、
僕はスペシャル（特別養子）なんだよ」
と笑って返すことができる、そんな子
に育てたいと考えています。

　私が特別養子縁組を考え出したの
は、他の病院で体外受精を数回終えた
時でした。
　妊娠反応は出るものの出血してし
まったり、39歳という年齢もあり今
後どうして行こうかとネットを見てい
たとき、偶然特別養子縁組で子供を迎
えた方のブログを拝見し、それから調
べ始めました。主人は前向きではあり
ませんでしたが、聞くだけ聞きに行っ
てみようと名古屋で行われた民間の斡
旋機関の説明会に行きました。
　そしてその旨、両親に話したところ、
養子よりは金銭面で少し援助するから
治療を続けてみたら…と、諏訪マタニ
ティークリニックを勧められ、初めて
こちらに受診しました。
　最初の顕微授精で妊娠し、次の受診
で小さな心臓が動いていたのを夫婦二
人で見たことは、一生忘れられません。
しかし、9週目で流産。その後も吉川
先生と渡辺さんに励まされながら治療
を続けましたが、3回目を終え、40
歳を迎えた時に自分で区切りをつけ

ました。だめになったとは言え、1度
しっかり動く小さな心臓を見たら、よ
り強く子供を授かりたいと思うように
なりました。そしてしばらく考えてい
なかった特別養子縁組をまた考えるよ
うになり、それまで不妊治療の件で訪
ねていたこうのとり相談室を、初めて
夫婦そろって養子の件で相談に伺いま
した。この時には両親も、賛成とは言
えないが二人が考えたのなら…と、少
し考えてくれている様子でした。
　公的機関は委託までに時間がかか
る、とネットで見ていたので民間の機
関ばかり調べていたのですが、以前説
明会に出席した団体から登録は 39歳
までと言われ、ここでも年齢の壁を痛
感いたしました。渡辺さんから「児
童相談所にも話を聞きに行ってみた
ら？」と助言を受け、早速児童相談所
に問い合わせしました。担当の方は穏
やかで、親身になって私達の話を聞い
て下さいました。里親にもいくつか種
類があるので養親の年齢は大丈夫との
事、登録した順番で委託されるわけで
はない事、昨年度は特別養子縁組も何
組か実績があるとの事、すぐに委託に
なる場合もあれば何年も待っている里
親さんもいる、妊娠と一緒で授かりも
の、縁のものだから、と説明して頂き、
里親登録をする決意に至りました。私
達夫婦はできれば養子縁組里親を希望
していたので、養育里親の研修を後回
しにして養子縁組里親だけ登録しまし
た。児童相談所で行われている里親サ

ロンにも毎月出席し、すでに委託され
子育てしている先輩里親さんからもい
ろんな話を聞き、委託の電話を待ちま
した。その時点では、委託予定の子供
はおらず、「縁のものだから…」と自
分に言い聞かせていたような気がしま
す。

　登録から 3ヶ月、電話が来ました。
「まだ生まれていないんですが…」と
始めに言われました。来月出産予定で、
実親さんの唯一の希望が退院の日から
わが子として育ててくれる人にお願い
したいとの事。名前も考えてほしい、
出生届も出してもらいたい、実親さ
ん、養親さんにとって良い方向で進む
ように、これから打ち合わせしながら
進める、と説明を受けました。特別養
子縁組について、何年も調べ希望した
事だったのに、実際に依頼が来た時は、
緊張と考えすぎで数日間胃が痛かった
ことを覚えています。まさか、そんな
小さな赤ちゃんだとは夢にも思ってい
なかったので、夫婦で相談し、その後
両親も含め考えました。
　新生児委託だと新しい親を信頼でき
るのか試す「試し行動」は心配ないの
ですが、2歳児くらいまで成長しない
とわかりにくい障害もあると説明を受
け、まだ見ぬ子供という事で、親から
この件についての心配を強く問われま
した。施設で、2歳くらいの元気な子
供の顔を見て研修してからの委託と違
い、新生児委託はすべてを受け入れ
る決心が必要です。もう少し大きい子
供の方がいいのではないか？と何回か
言われましたが、私達の決心は変わ
りませんでした。最終的に、「これか
ら生まれてくる赤ちゃんに、『障害が
あったらどうしよう』と思って出産を
待っている人間はいない、『元気な赤
ちゃんが生まれますように』と祈るは
ずだ」、と兄弟が説得してくれました。
とは言え、予定日まで 1ヶ月、ゆっ
くり考えている時間はなかったのです
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が、家族一同で決心し、退院時に病院
に迎えにいく旨、伝えました。

　それからは毎日のように児童相談所
の方から連絡を受けました。市の担当
者、保健師さん、児童相談所、病院の
ケースワーカーさんなどたくさんの
方々が、私達の赤ちゃん研修の件、退
院時の時間など一生懸命考えてくだ
さっていたとの事です。
　私達夫婦も 10ヶ月かけて準備する
事を 3週間でしなければいけない状
況でした。まずは毎日深夜までかかっ
て名前を考えました。「家族で仲良く
生きていこう」と願いを込め考えた名
前を担当者から実親さんに伝えてもら
いました。「良いと思います。」と言っ
て頂いた時には、ほっとしたような気
がしました。翌週、病院でケースワー
カーさんと打ち合わせの予定をしてい
ましたが、その日の午前中、「1週間
早いのですが、元気な男の子が生まれ
ました！」と担当者から連絡が来まし
た。
　その日は私の父親の命日で、母とお
墓参りに行く途中でした。あれほど障
害の有無を心配していた母でしたが、
まさか命日に生まれるとは考えてもお
らず、「お父さんからの贈り物だね」
と二人で喜び、まさに授かりもの、縁
なんだと体が震えた事は今でも忘れま
せん。
　それから急遽 1日だけ乳児院研修
を入れて頂きました。沐浴、おむつ交
換、ミルクのあげ方を教えて頂きまし
た。その時に保育士さんから、「お腹
から産めなかったけど、あなたの心か
ら産まれたお子さんです。あなたの子
供なんですよ。自信を持って子育て
して下さいね。」と声をかけて頂きま
した。実親と養親が顔をあわさないよ
う配慮され、私達は赤ちゃんに会いに
病院に行けなかったのでまだ実感は無
かったのですが、「心から産まれた子
供」と言うフレーズはずっしりと感じ

ました。
　次の日は買い物です。退院してから
必要なものは担当者の方が書き出して
下さいました。これも数ヶ月で徐々に
用意するものですが、1日で服、オム
ツ、ベビー布団、ベビーバス等々数万
円の買い物をしました。夫婦二人だっ
た家に突如可愛らしい品物がどっと増
え、二人で笑ってしまいました。
　そして退院の日、実親さんが退院し
た後、私達夫婦と児童相談所、市役所
の担当の方々と病院に向かいました。
「出産時の状況説明と入院時の様子を
先生から…」と通された部屋で待って
いると、小さな赤ちゃんを連れて看護
師さんが入って来ました。
 「お母さん、元気な息子さんですよ！」
と、くっきり二重なかわいい男の子で
した。
　事前に、退院時の子供の服装は実親
さんが用意したいと申し出があり、快
諾しておりました。かわいいブルーの
帽子と服でした。その他にも、下着や
おくるみなど一式用意されていて「嫌
じゃなければ…」と担当者が差し出す
ので、実親さんの子供を思う気持ちが
強く伝わり、本当に有難く、大事に頂
戴しました。説明を聞いてる最中、生
後 4日の息子は、しっかりミルクを
飲み、うんちして泣いたり、でもまだ
まだ蚊の鳴くような小さな泣き声で、
今思えば親になった感激より先にあた
ふたしていたような気がします。途中、
市役所で出生届を出して、雪の振る中、
家族三人で我が家に戻りました。

　家ではおじいちゃん、おばあちゃん
になった両親達が、お祝いの料理を用
意し首を長くして待っていました。壁
には父が書いてくれた命名紙が貼られ
ていました。それからは、「可愛いけ
ど大変！」なごくごく普通の子育てで
す。報告した親戚や友人達からお祝い
を頂いたり、毎日祖母が沐浴を手伝っ
てくれたり、「笑った」「こっちを見た」

「寝返りした」「立った」等々、元気に
日々成長する息子に家族一同、大喜び
です。そして昨日、1歳の誕生日前に
特別養子縁組の手続きが全て終わり、
その日の夕方、初めて歩きました。笑
顔で喜び、抱きついてくる息子を強く
抱きしめました。

　正直、「産んでいない」後ろめたさ
も始めはありました。ただ、抱っこを
せがみ必死で泣いて私を呼ぶ息子を見
ていると、そんな気持ちはすぐに吹っ
切れました。
　この子を守るのは私達だ、なにが
あってもこの子の味方だ！と、そんな
気持ちが日々大きく強くなりました。
『必ず幸せにするからね』と病院に迎
えに行った私達ですが、この小さい息
子のどこにこんな力があるのだろうと
思うくらい、幸せをもらっています。
　これから先、真実告知など成長過程
で大事な場面が出てきます。先輩里親
さんや今までお世話になったそれぞれ
の担当の方からいろいろな経験を伺っ
ており、大変勉強になります。私達の
考えとしては、養子である事を 1つ
の個性として生きていってほしい、「そ
れがあなたなんだ、それでいいんだよ」
と。養子であることを誰かに言われた
時に「そうなんだよね、僕はスペシャ
ル（特別養子）なんだよ」と笑って返
すことができる、そんな子に育てたい
と考えています。それと、この世のす
べてにチャレンジできるチャンスをく
れた実親さんへの感謝を忘れないよう
にと語っていこうと思っています。退
院時に用意して下さった服や、私達が
希望して頂戴した実親さんの写真を息
子と一緒に見れる日が来るよう、強く
前向きに成長していってほしいと願っ
ています。ただ、今はその時が来るま
で自分達が持っている限りの愛情をか
けて、「心から産まれた」宝物の息子
を大事に育てていきたいと思います。
▲
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Nさん
「また治療してもだめならば、実は離
婚も考えているんだ」と夫に言われ、
夢にも思わぬその言葉にショックで泣
き叫んでしまいました。

　24歳で結婚し、子供はすぐに出来
ると思っていた私達でしたがなかなか
授かりませんでした。その後地元の病
院４か所に通い、2回妊娠をしました
が 2回とも８週での流産でした。2度
目の流産の後、検査を勧められた私は
先生から「MRIで診るとかなりの子
宮筋腫があって、これじゃ着床しても
育たないよ。手術しなければいけない
けど子宮を残すなら僕はこんな危険な
手術はできないから他を紹介するね。
本当は子供を諦めて全摘する方がいい
と思うんだけど。」と言われたのです。
流産のショックから未だ立ち直れてい
ない時のこの言葉に、その先生が信用
できなくなってしまいこれからどうし
たらいいのか分らなくなって手術のこ
とも何も決められずにいました。
　そんな時ふと、前にテレビで観た諏
訪にいる根津先生の所へ行ってみたい
と思ったのです。それでだめなら諦め
がつくとすぐに主人と休みを取って諏
訪マタニティークリニックにいったの
が始まりです。初診にもかかわらず根
津先生が診てくださり、今までのこと
をすべてお話しすると「それはすぐに
手術しよう。そして体外受精をしたら
いい。」と言って下さったのです。な

んてすごい先生なんだろう。本当に今
日来てよかった、と涙が止まりません
でした。根津先生に手術して頂いた後
すぐに体外受精の説明会を聞き、それ
から３回体外受精にチャレンジしまし
た。しかし結果が出ない私は貧血の症
状もひどくなり、今のままの自分だと
何回やっても出来ない気がしてきて、
体調を整えるために一端治療を休んで
漢方や温熱療法を始める事にしまし
た。
　主人はそんな私をいつも励まして見
守ってきてくれましたが、私が治療を
休んだ頃から我慢を重ねていたのだと
思います。気づけば治療を休んで二年
もの時が経っていました。忘れられな
い事が起きたのは昨年の３月でした。
　ある晩、いつも自分の事をあまり話
さない主人が私に向って静かに話し始
めました。「もう俺達 42歳だし、治
療どうする？　本当に子供が欲しいと
思ってる？」私は「欲しいけど、もし
出来なかったらこのまま二人で暮らし
てもいいかなって思うよ」と答えると
「俺もずっとそれでもいいと思ってた。
養子を迎えてもいいしって。でも実際
この歳になってみたら自分の子供がど
うしても欲しいと思い出して。もしま
た治療してもだめならば、実は離婚も
考えているんだ…」と。
　私はそんな言葉が出てくるなんて夢
にも思わずショックで泣き叫んでしま
いました。それからは毎日離婚の事ば
かり考えてしまい眠れなくなりまし
た。でも少しずつ冷静になって考える
とやっぱり主人が大切でこの人の子供
だから欲しいと頑張っていたんだ…、
自分のことばかりで主人の気持ちなん
て考えていなかったと本当に反省しま
した。でも、出来なかったらと考える
と急に胸が苦しくなります。もし離婚
になったら親にはなんて言おう。一人
で生きていくなんて出来るのかなと頭
の中がぐるぐるになりました。それか
ら二人で何日も話し合い、もう一度治

療を始めようと決めました。
　本格的に治療をするには仕事の方も
段取りが必要です。月に何日も休みを
頂くので上司に話をし、電車で片道３
時間半かけての通院が始まりました。
それでももっと遠くから通っている方
がいると思うと私はまだまだ近いから
感謝だなと思っていました。気持ちを
切り替えての治療再開後、またしても
結果は出ず、吉川先生の言葉を聞いて
何とか診察室の外にはでましたが涙が
止まらず歩けなくなって、偶然空いて
いた相談室に飛び込んだのが相談室と
の出会いでした。自分でもびっくりす
るほど涙があふれ出してきて、何十分
も泣いていてその後でやっと話しだす
ことができました。その間、渡辺さん
は何も言わずにそばに居てくれまし
た。そしてこれまで親にも友達にも、
誰にも言えなかった気持ちを全部聞い
てくれたのです。「あなたは卵がとれ
る。まだ治療ができますよ」と優しく
言って下さいました。あのまま気持ち
を我慢して帰らなくて本当に良かっ
た。もっと早く相談室に行けば良かっ
たと思いました。
　６回目の判定日、吉川先生から「妊
娠してるね」と言われた時は信じられ
ない気持ちでした。6年前、私は根津
先生にお会いして諏訪マタが大好きに
なりました。そしてお休みなく一生懸
命やってくださる吉川先生は本当にす
ごい先生だと思います。先生のお身体
が心配なくらいです。どうかお体を大
切になさって下さい。今まで看護師さ
ん、培養士さんの温かさにも本当に救
われました。そして気持ちを支えてく
れた相談室。みなさんに感謝の思いで
いっぱいです。高齢のため、この先ま
だまだ何があるかは分りません。毎日
不安でいっぱいですがこの歳の今の私
でなかったら授からなかった赤ちゃん
なんだと感じます。
　ここに通えて本当に良かったと心か
ら思います。▲
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L さん
子宮外妊娠の手術の後赤ちゃんがさよ
うならを言いに来てくれた夢が、
今の私を支えてくれている宝物であり
心の支え

　久しぶりに相談室を訪れました。開
設されてすぐに顔を出したのは、もう
８年前でしょうか。渡辺さんは、笑顔
で私の顔を見ると「前に来てくれた
ね。」と気付いてくれました。どんな
場所でも、初めて行く時には少しの勇
気が必要です。初めての産婦人科、そ
して、こうのとり外来、相談室と、今
は扉をひたすら開け続けて本当に良
かったと思っています。
　この相談室に再び来るまでの８年
間、様々なことがありました。不妊治
療、離婚、再婚、治療再開、妊娠、全
前置胎盤の発覚、帝王切開での出産、
２度の子宮外妊娠…もう書ききれませ
ん（笑）子供を産みたいと思ってから、
この手に抱くまでに 7年かかりまし
た。そして、今は二人目を望んでいま
す。そんな矢先に、２度の子宮外妊娠
を繰り返してしまい、これから先どん

な風に進めばよいのか、二人目は果た
して可能なのか・・・心の不安を渡辺
さんに聞いてもらいたい。そう思い、
ドアを叩きました。渡辺さんからのア
ドバイスは、やさしく心にしみていき
ました。同時に厳しくもあり、動揺し
ている私を我に返してくれました。夫
と子供との今の生活をまず第一に考え
ること。第二子を妊娠したいのは、あ
くまでプラスの欲であって、今の生活
を幸せに送り、それにプラスして起こ
りうるということを気付かせてもらい
ました。話を聞いてもらうだけで心が
軽くなることが本当にありますね。私
は、リラックスしながらハーブティー
をいただき、思わず色々な事を話させ
ていただきました。
　これは、子宮外妊娠の手術（卵管に
着床、心拍もありました）から数日後
に見た夢の内容です。私は、うす暗い
家の中で、雪がしんしんと降っている
様子を窓から眺めていました。ふと目
をやると、窓の外の木の陰から、４才
くらいの女の子が笑顔で私に手を振っ
ています。こんな大雪に？慌てて窓
を開けました。おかっぱ頭の女の子
は、驚いている私のところへ小走りで
来て、こう言いました。「たまごが途
中で割れちゃったから、どうしようも
なかったの。でも、また絶対に会いに
来るから。じゃあね！」と笑顔で手に
持っていた白い大きな箱を私に手渡す
と、走ってどこかへ行ってしまいまし
た。慌てて追いかけようとしますが、
雪の上には、女の子の足跡がどこにも
ありません。私は、お空に帰っちゃっ
たんだ…と直感しました。そして、大
きな箱を開けてみると、隅っこに小さ
な苺のケーキが１つだけ入っていまし
た。そこで夢が終わりました。目が覚
めて、夫に電話をしました。赤ちゃん
が、夢でさようならを言いに来てくれ
たよと。一緒に泣いてくれたのを覚え
ています。偶然にも次の日がクリスマ
スイブでした。入院中で、家でケーキ

も食べられないとこぼしていた私に届
けてくれたのでしょうか。これは、夢
です。たかが夢です。けれど、今の私
を支えてくれている宝物であり、心の
支えとなっています。
　毎晩眠る前に、カタコトで話す２才
の息子と色々な話をします。
 「生まれる前はお空にいたの？」「う
ん。」「お父さんとお母さんが見えた？」
「うん。見つけた。」「まだ赤ちゃん、
たくさん、いた？」「うん。いっぱ～い。
いっぱ～い。」と小さな手をまあるく
広げて教えてくれます。それを聞いて
から私は、イライラしたり落ち込んだ
時、空に向かってニッコリします。空
の上から、赤ちゃんにちゃんと見つけ
てもらうために。「あなたのお母さん
は、ここにいるよ！」と。そして、お
空に「いっぱ～い」いた赤ちゃんが、
諏訪マタに通っている皆さんのもとへ
一人ずつ降りてくることを心から信じ
てやみません。▲
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Eさん
「子供が欲しかった」きっと何時まで
も考えると思います。
でも、この 12 年間の諏訪マタニ
ティークリニックへの通院に後悔はな
かった。本当に卒業の心の準備をして
いきます。

　不妊治療を始めて 12年、今年の誕
生日がきたらけじめをつけようと決心
していました。年明けからの治療周期
は、そのけじめの為のカウントダウン
でした。帰り際、諏訪マタの今後の治
療方針についてのお知らせをもらい、
そこには「治療の最終年齢は 46歳ま
で。その年齢に達している人は６月ま
では治療を継続はできる」と書かれて
いて、この一行を読んだ時「私はすで
に、ここに居てはいけない人なんだ」
と思いました。吉川先生の激務は治療
を受けている私たちが一番知っている
事実です。けれども年齢という線引き
に突然自分自身が突き放されたような
寂しさに襲われ苦しくなりました。し
ばらくして心を落ち着かせてから、自
分の気持ちを振り返り整理をしてみま
した。
　結婚も遅く元々生理不順だった私
は 45歳までと思って 40歳直前に体
外受精を決断しました。初めて相談室
の扉をノックしたのは、体外受精を繰

り返しても中々結果が出なかった頃で
した。それまでは、相談室の案内を見
かけながらも私は大丈夫、相談するこ
となどないと思いながら通り過ぎてい
ましたが、挨拶をして入っていった時
点で何故だか涙があふれてきて、それ
からは “治療の為にお金も時間も使っ
た、後で何も楽しいことなんてなかっ
たと思いたくなくてできる範囲で旅行
もしたし、買い物もした。でも、心の
中は妊娠できない辛さでいっぱいいっ
ぱいになっていてしんどかった ”とい
うことを話しました。それから時間が
ある時は相談室に立ち寄っては心の中
のもやもやを打ち明けていく事にしま
した。
　義理の弟妹に次々と子供が生まれ、
子供たちが大きくなっていく中で、子
供らしい「なんでおばちゃんのとこは
赤ちゃんいないの？」という質問に「ど
うしてかな？」とか「お家が小さいか
ら」なんて答えている自分がとても悲
しかったです。職場などで、テレビや
雑誌で芸能人の高齢出産や、不妊治療
の話題が取り上げられている時の一般
的な感想や意見を耳にすると、私の状
況を知らないから仕方ないかと思いな
がらも、居たたまれない気持ちになる
こともあります。実家に帰った時に、
飼いはじめた犬の散歩をしていたら、
近所のおばさんが「お姉ちゃん子供が
できなかったから犬飼始めたの？もう
できないよね？」その言葉にもの凄く
腹が立ち、どうにも聞き逃すことがで
きず「おおきなお世話！普通の人は気
になっても気を使って言わないものだ
よ！！」と怒鳴ってしまいました。そ
んな私とおばさんのやりとりをそばで
見ていた母が、黙って悲しそうな顔を
しているのを見て更に悔しくなりまし
た。私の両親、夫の両親、弟妹には不
妊治療のことは話してません。だから、
これまでちょっとした言葉に傷ついた
り、腹が立ったこともありました。私
の母も多分これまで幾度と聞きたかっ

だろうに我慢していたんだろうなと、
この時に思いました。
　遅いスタートでの不妊治療でした
が、そんな中でも 3度の妊娠反応が
ありました。初めての時は吉川先生
の「妊娠反応がでてるよ」という言葉
にどう反応していいのか分からず、た
だその時の先生の笑顔だけははっきり
と覚えています。この妊娠は心拍が確
認できなくて終わってしまいました
が、私は妊娠できるんだ、がんばって
くれている吉川先生のためにも次にま
たがんばろうという気持ちになりまし
た。2度目は心拍が確認できたものの
途中で成長が止まってしまう形の流産
になってしまい、午前中の忙しい診察
時間の中なのに、涙が止まらず立ち上
がれない私をせかすことなく待ってい
てくださいました。手術当日、ただた
だ泣いて歩けない私を K看護師さん
が支えて病室に連れて行ってくれまし
た。そして終ってから待ち合いにいる
私に「元気？調子は？」と気遣ってく
れたM看護師さん。本当に嬉しかっ
たです。今はそのお二人はこの病院に
はいらっしゃらないのですが、あの時
のよくして頂いた感謝の気持ちは一生
忘れることはないと思います。3度目
の妊娠の時は、流産の手術後、何の感
情も湧かなくなっていました。その頃
には、年末やお盆など、弟妹家族が揃
うような機会には極力行かないように
なっていました。このままじゃ私は駄
目になる、もう無理するのはやめよう
かなと思いながら治療を止める寂し
さに一人涙しながらそれを夫に八つ当
たりし。けれども真剣に治療の止め時
について考えるようになり、混沌とし
た想いを打ち明けに相談室を訪れまし
た。
　もし、今子供ができたら健康な子供
を生んであげられるのか？小学校中学
校と成長していく中で、友達と比べて
年を取っている母親をどう思うのか？
子どもの人生をどこまで見届けてあげ
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られるのか？でも、それ以上にこれか
ら私の妊娠を両親、義弟妹、周りの人
たちに祝福してもらえるか？いまさら
子供なんて、無責任だとか、あからさ
までなくても陰口や非難をされるか
も。それに私は耐えられるのか ?
思っている事全てを言葉に出してみ
て、もう潮時かも…という感情が私の
中に出てきました。
　最近、治療の末妊娠できた知り合い
がいます。私はその人に「おめでとう」
の言葉とともにこう言いました。「子
供が生まれても、不妊治療をしていた
辛かった頃の気持ちを忘れないでね」
と。彼女はきっと私の気持ちを察して
くれたと思います。だから子供が生ま
れたら抱かせもらおう、その時、心か
らのおめでとうが言える私になってい
たい。
　妊娠したらその子は絶対吉川先生に
取り上げていただいて、お世話になっ
たスタッフの皆さんや渡辺さんに子供
を抱いてもらいたい、ずっとそう思っ
てきました。辞められてしまった K
看護師さん、N看護師さん、日ごろ優
しく接してくれるスタッフの皆さん、
そして何より吉川先生、渡辺さんに支
えられながらここまでがんばれた事に
感謝の気持ちしかありません。
　「子供が欲しかった」。きっと何時ま
でも考えると思います。そんな私の想
いを支えてもらえる場所がなくなって
しまうと思うと寂しいです。まだ暫ら
くはメソメソするでしょう。この文章
を書きながらも涙が溢れてきます。
　でも、この 12年間の諏訪マタへの
通院に後悔はなかった。本当に卒業の
心の準備をしていきます。そして私は、
強く、やさしくなりたいです。
　最後になりますが、土日の注射か採
卵のときしかついて来ない夫でした
が、いつも「吉川先生にもっと休みを」
が口癖でした。夫婦共々、吉川先生の
ことを心から信頼しています。どうか
体だけはお大事にしてください。▲

J さん
「あなたの子供だからこそ産みたい」
と言う妻。
妻が喜ぶ顔がみたいから「妻に子供を
抱かせてあげたい」私。

　初めての体外受精の後、培養士さん
からの電話で一個も受精卵ができな
かったと聞き、肩を落として泣いた私
は妻に言いました。「ねえ、相談室っ
て所にいって色々話きいてみようか。」
受精卵が出来ない、すなわち卵子に精
子が入っていけないのは、精子に元気
がないから？精子の質が悪いから？さ
まざまな方向から私側の原因要素が頭
を巡る中で「受精卵が出来ないという
ことは妊娠は無理」ということだけは
はっきりわかりました。２回目のトラ
イで、顕微授精を選択せざるを得なく
なった私たちは、一度目の挫折と顕微
授精に対する不安を抱え相談室へカル
テを出しました。相談室に通されるや
いなや「誰と話がしたいかな？看護
士、培養士 ?気持ちの話は私。まあ、
とりあえず座りましょ」と言われ、私
達との気持ちの重さとは全く反対の、
あっけらかんとした明るさと笑顔の渡
辺さんに夫婦共々あっけにとられてし
まったのを覚えています。これがこう
のとり相談室との出会いであり渡辺さ
んとの出会いです。そしてその日は比
較的外来が空いていて他に利用者の方
のノックがないことをいいことに、友
人・知人・家族にはなかなか話せなかっ
た不妊治療についての想いを、夫婦そ

れぞれ聞いてもらいました。そして時
間の流れの最後には “あなたたちの道
はあなたたちが決めるのよ ”とちょっ
とだけ背中を押してもらいました。初
めて入ったこうのとり相談室はとても
不思議な空間でした。けれど、あの日
から私達の中の “何か ”が変わりまし
た。渡辺さんが忙しくないのであれば
毎回会いたいくらいです。この原稿の
依頼を受けたのは奇しくも私たち夫婦
にとって 4回目の結婚記念日。私達
夫婦のこれまでのことを振り返ってみ
るのにいい機会かとも思い、原稿を書
かせて頂くことにしました。
　私達は不妊治療を始めてちょうど２
年、今思うとやっと不妊症という診断
がつく時期なのですね。結婚してはじ
めの 1年はお互い子供がほしいとい
うことはあまり念頭にありませんでし
た。私の職場はとある総合病院です。
格好良くいえば私は医療従事者という
ことになります。医療に関する多少の
知識はあるかと思いますし、今現在も
ですが仕事が楽しくて仕方がありませ
ん。普段は患者さんとお話をしたり、
運動をしたり、時には患者さんから感
謝の言葉をいただくこともあります。
職場も変ったばかりだったので仕事第
一の生活であったかと思います。もち
ろん、頭の中では子供を授かったらい
いなとは思っていましたが、「いずれ
できるだろう」「運命に任せろ」といっ
た考えでした。そんな中、妻から「そ
ろそろ婦人科へ行ってみたほうがいい
のかな？」と言われました。私はその
必要性を感じてはいませんでした。た
だ、妻は私より 3歳年上。年齢のこ
とも考えながらの言葉だったのでしょ
う。
　最初は家の近くの婦人科へかかりま
した。そこでの診断は妻の頸管粘液が
少なく精子が入っていけない状態であ
るということと、子宮内膜症であると
いう二点でした。その為、選択された
治療は自宅でシャーレに採精し最初か
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らＡＩＨを実施するとのことでした。
但し、このとき私のやったことは自宅
で採精することのみ。その婦人科での
受診は妻のみであり、夫はまるで何も
関わらないスタイルでした。精液の検
査もなく、ただ精液があるという事実
のみでＡＩＨが行われたようです。私
も一切自分の精子の状態を聞くことは
ありません。すべてが妻側に問題があ
るというような診断でした。ＡＩＨは
全部で 4度実施しましたが、期待の
結果には至らず、妻と担当医師との相
性も合わなくて転院を考えました。家
の近くに不妊治療の専門病院は 2箇
所ありましたが、どうせやるなら後悔
したくない、という気持ちが強くあり
少し遠くてもスワマタならという思い
で、距離をおして通院することを決め
ました。
　諏訪マタニティークリニックへ行っ
てみたら、夫も不妊治療の対象である
こと、夫婦揃って不妊治療説明会の参
加、フローチャートに沿った検査と、
前医とは全く違ったスタートでした。
さすがスワマタと思いました。検査の
結果からすると妻の身体には問題はな
く年齢相応。精子の方はまあ妊娠でき
る程度、との結果。正直ショックで
した。精子にはなんら問題はないと思
い込んでいたので、妻が不妊治療に行
こうと言わなければ子供が出来ない原
因は妻のせいだと思っていた可能性が
あったわけです。早い時期にスワマタ
に通えて、妻を傷つけるようなことを
言わずにすんで良かったと心底思いま
した。
　諏訪マタニティークリニックでの最
初の一年はタイミング法でのチャレン
ジでしたが、これがなかなか上手くい
かず治療を体外受精に切り替えまし
た。はじめての体外受精では文頭の通
り受精卵が一つも出来ないという結果
に終わり、翌月は何も出来ないだろう
というという諦めの気持ちで受診する
と先生から「自然周期で採卵できます

よ」といわれ、採卵と顕微授精を行っ
て頂きました。なんと、あれだけ悩ん
で心配で仕方がなかった受精卵が３つ
もできたとのこと !　2日目にはその
うちの 2個を妻の子宮に戻すことが
できました。私の精子と妻の卵子が結
合、受精し、生命の宿ったその卵が妻
の子宮に入れたという事実だけで、言
葉には表しきれないあたたかな感動を
味わいました。これまで何年も妊娠に
挑戦し続けてきたのですが、きっと私
たち夫婦の受精卵で子宮に辿り着いた
卵はこのときが初めてだったのではな
いでしょうか。医学の進歩と諏訪マタ
ニティークリニックのスタッフ皆様の
おかげでとにかく受精卵ができ移植を
するところまでこぎ着けることができ
ました。
　そして迎えた妊娠判定の日、診察室
に呼ばれ吉川先生に「妊娠の反応が出
てます、まだわからないけど」と言わ
れました。私たちはその場で口をあけ
てただ立ち尽くしていました。その後、
投薬、次回の診察等のお話があったは
ずですがほとんど覚えていません。妻
は廊下へ出てから涙を流していまし
た。顕微授精という手段によって私達
は赤ちゃんを授かることができる可能
性を見いだせた。うれしくて、ただた
だうれしくて…。その後は妊娠に対し
て全くの無知のため、何に注意してい
かなければならないのか、夫がしてい
くべきことなどを考え、思いつく妻の
禁忌事項を紙に書いて妻に言い聞か
せ、家事炊事はほとんど私がやりまし
た。大変でしたがしあわせでした。本
当にしあわせでした。
　それから 10日程が過ぎたある日、
トイレから妻の叫び声が聞こえまし
た。「茶色の出血がでた」。マイナート
ラブルで起こりうるとのことでしたの
で様子をみることとしましたが、内心
は心配で心配で仕方がありませんでし
た。本当に妊娠に関しての知識がなく、
毎日毎日インターネットで検索し、そ

れが逆に自分の中の不安をあおってい
ました。
　妊娠 5週目の外来診察日。私は受
診に付き添えず、不正出血と腹痛の件
を先生に伝えると「入院する？」と聞
かれたそうですが、突然の出来事で妻
は驚き、その日は家に帰ってきてしま
した。仕事から戻るとまだ妻は腹痛を
訴え、ベッドに横になっていたので
私は心配でしょうがなく半ば強引に妻
を入院させました。妻は怒っていまし
た。翌朝、診察していただいたところ、
写真には小さな胎嚢が写っていまし
た。妻の中に宿っていたわが子をこの
目で、二人して見ることができて、本
当に良かった、と安心しました。そし
て入院 5日目の診察。子宮内の映像
に私たちの子供は写りませんでした。
初期流産、どこかでわかっていたので
しょうか、どこかで諦めていたので
しょうか、「駄目なときは駄目だ」と
妻も私も気丈に振舞っていました。
　その後「今回は残念でした」という
言葉の後すぐに掻瓜手術を受けまし
た。麻酔で眠っているはずの妻が目を
覚まし、スタッフの方に「私の赤ちゃ
ん、もういなくなっちゃったのです
か？」と聞いていました。たぶん無意
識下であり、脳の抑制の効いていない
本心だったのでしょう。それを聞いた
途端、私の中で何か緊張の糸が切れて
しまい、スタッフの方からの説明も頭
に入らず、病室へ荷物を取りに帰った
際に一人で泣きました。受精卵ができ
なかった時とは比べ物にならないほ
ど、痛く、辛く、心が締め付けられま
した。両親への報告も泣いてしまい、
何を言っているのかわけがわからな
かったです。荷物をまとめ、妻の元へ
戻ると妻が大きな声で私の名前を呼ん
でいるのです。「すみませーん、誰か
いませんか？私の旦那、どこ行ったか
知りませんか？」とずっと呼んでいる
のです。そんな姿を見た時なぜか笑え
て来て、妻に対する愛おしさでいっぱ
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いになりました。
　私は約 6週間の間、父親でした。
私の父親が私ができた時に感じたであ
ろう感情を、少しだけわかった気がし
ました。両親への感謝の気持ちも湧き
ました。流産して 1ヶ月後の診察で
私達夫婦はとても不思議な体験をしま
した。それは診察室で吉川先生に会え
たときのもの凄い「ほっとした感」。
あれは一体なんだったのでしょうか。
いつもお忙しくされていて、治療の話
ししかできない先生との関係なのです
が、先生に会えた！という何とも言え
ない嬉しい気持ちを二人して味わいま
した。スワマタに来たことで、この 2
年間私たちの人生が大きく変化してい
るのは紛れも無い事実で、色々な経験
もさせてもらってきました。不妊治療
は辛いです。ポンっと赤ちゃんができ
ればそれが一番良いのですが、しかし
私たちはこの辛い治療の中にも、素晴
らしい出会いを見つけ、人生を考えさ
せられる貴い機会を与えられてきまし
た。
 「あなたの子供だからこそ産みたい」
と言う妻。妻が喜ぶ顔がみたいから「妻
に子供を抱かせてあげたい」私。こん
な妻が一緒だから前を向いていられま
す。そしてこの先にはきっと、私達の
子どもを乗せたこうのとりが待ってい
てくれるような気持ちでいます。
　こうのとり相談室の書籍にサインを
して欲しいと頼みにいった時、渡辺さ
んは私達にこんな言葉を書いてくれま
した。「あなたたちってほんとにすて
きな 2人よ」。それを見て驚きました
が私たちはこう思いました。
 「そうでしょう！」と。▲

Oさん
受精卵を戻した後２時間動くこともで
きずにいる妻に、
私は足を揉んで上げることくらいしか
できなかった　

　まず初めに、私達夫婦に親になる
喜びを与えて下さった、諏訪マタニ
ティークリニックの根津先生、吉川先
生、スタッフのみなさんに心から御礼
と感謝を申し上げます。
また、現在も不妊治療に通われている
皆様が私達のような幸運にひとりでも
多くの方が出逢えますように祈ると共
に、不妊治療を受けようか迷っている
方の背中を少しでも押すことができれ
ばと思いこの原稿を書かせて頂くこと
に致しました。
　私達夫婦は結婚 14年目の今年、共
に 42歳になる夫婦です。この 14年
で子宝に恵まれることはなく、という
より子供ができるはずがない夫婦でし
た。世の中でいう「レス夫婦」でした。
決して夫婦仲が悪いということでもな
く、周囲の人達からは仲が良すぎるか
らできないんじゃない ?と言われて
いました。「レス夫婦」になった理由

は沢山あるとは思います。その中のひ
とつが、私が成人後に 39度以上の熱
を何度も出したこと（成人後に高熱を
出すと種が無くなるとよく言われてい
ること）や３６歳の頃から男性として
の能力も弱ってしまっていたこともあ
り、自分に子供が作れるのか？と一人
考え込んでいました。正直「子供は欲
しいけれどもう無理だろうな」と諦め
ていたんだと思います。
　そんな中私の父親が患っていた病気
の治療で強い薬に変わった途端に痴呆
に似た症状がでてきてしまいました。
このまま、痴呆が進んでしまったらど
うしよう、といろいろなことが脳裏を
よぎりました。私には姉と妹がいて、
それぞれに２人の子どもがいますが、
いずれも親にとっては外孫で内孫がい
ませんでした。父の為に何かできるこ
とは？と妻と話をし、その結果「内孫
を抱かしてあげよう」という結論にな
りました。長い時間止まっていた歯車
が動き出した瞬間でした。
　妻も私も、過去に何度か不妊治療に
行こうとはしましたが、仕事も忙しく、
正直恥ずかしいと踏み切れない状態に
ありましたが、これをきっかけに諏訪
マタに通院を始めました。
　実際の治療では、指定日に性交する
ことでわかる検査がすぐにありました
が「レス夫婦」の我々にそれをするこ
とはできません。いきなり壁にぶちあ
たり “こうのとりの相談室 ”に私一人
で相談に行くことにしました。
　部屋に入ったら目の前には女性がい
たのでとても驚いてしまい「女の人に
向ってこんなこと言えないよな」と戸
惑ってしまいました。そんな私の心中
を察してか渡辺さんは明るい声で「よ
く旦那さんお一人で来てくれました
ね。勇気がいったでしょ。性の話はし
づらいとは思うけれど、私を女性と思
わずにあくまで困ったことを相談に来
たという気持ちでお話ししてください
ね」と言われました。行為がなくても
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妻のことは大切に思ってきたし、一緒
に暮らしていく分には何も問題がない
夫婦だが、子どもを作るとなったらど
うにもできない、と自分の状況をあり
のまま話し始めました。話始めたら、
恥ずかしさなどは全くなくどんどん言
葉が出て、そんな風に話している自分
が自分に不思議でした。
　年齢的に言えば、自然での妊娠率
は 2％と言われました。性交のできな
い私の不安の部分は人工授精治療で解
決はできるけど「体外受精での妊娠率
はどうなのでしょう？」と聞いたとこ
ろ「ご夫婦の年齢からすれば 6％くら
いかな…」と答えが返ってきました。
通常 6％と言われたらそんなに少ない
の？と思うでしょうが私はなぜか 6％
もあるのだと感じました。それから
帰って妻ともいろいろな話をし体外受
精の治療に入る事になりました。
　妻が麻酔を掛けられ病室に戻ってき
た時の表情がとても辛かったです。心
の中で「ごめん」と言いました。また
受精卵を戻した後病室で同じ体勢で２
時間動くこともできずにいる妻に、私
は足を揉んで上げることくらいしかで
きませんでした。男とはなんと無力な
ものかと感じました。
　こうして時は進み妊娠判定日、かな
りドキドキしましたが反応が出ている
との連絡を受けた時は本当に嬉しかっ
たです。心拍も確認でき、安心したの
でお腹が大きくなる前に旅行をしてお
こうと近場に出かけ帰宅した際に「赤
ちゃんダメになっちゃった」泣きじゃ
くり妻がトイレから出てきました。出
血したというのです。慌てて諏訪マタ
に連れていき入院することになりまし
た。
　おかげさまで流産することなくその
後順調に妊娠が進んでいくうちに、女
性は不思議と母親の顔になっていくこ
とに気がつきました。今までとは違う
仕草や表情になっているのも私にはと
ても感動ものでした。同じ会社に勤め

ていた私達は、これまでは各々の生活
パターンを優先していたのですが、ほ
ぼ毎日の出勤を共に行うようになりま
した。どちらかの仕事の都合によって
は、駐車場で２時間も帰りを待ったこ
ともありました。そんなこんなを経て、
10ヶ月なんとか無事に乗り切る事が
出来て、昨年男の子が誕生しました。
これまでの人生の中では想像もできな
かった幸せな現実がそこにはありまし
た。誕生の日、子供の顔を見る両親と
妻の最高の笑顔、そしてこんな自分を
父親にしてくれた我が子に、感謝する
以外言葉が浮かびません。こんな気持
ちになれたのは、本当に幸運以外に言
い様がありませんが、きっかけは以外
に小さな勇気にあるかもしれません。
あの日、私がこうのとりの相談室に行
かなかったら、きっとこんな幸運には
行き着くことはなかったと思います。
　ある日、友人と酒を飲む機会があり
ました。その際友人から、彼の子供の
服を捨てずに取ってあった、それは私
達夫婦に子供ができた時にあげるため
だと聞きました。その時、彼と同じに
父親になれた自分を、改めて感慨深く
思いました。そして長い間とって置い
てくれた、彼の家の子ども服をありが
たく頂く為に、家族 3人で出かける
約束を交わしました。▲

Gさん
相手を変えさせる事は決してできない
し、環境も変えられない。けれど私の
心の持ち方が変ったら、苦しみから解
放された。

　それはお正月開けのことでした。息
苦しさのあまり救急車を呼んで病院に
運ばれた私を診断した医師は「パニッ
ク障害」と告げました。もう、身体が
限界を超えていた、こうなった全ては
姑との関係でした。
　結婚当初は、私の姉妹も子供に恵ま
れているし、そのうち自然に授かる日
が来ると思っていました。それ程焦ら
ずにいたのですが、後から結婚した友
達が次々と妊娠したので、心の中にだ
んだん不安が出てきました。子供を授
かるという事はとてもデリケートな事
だと思います。本人が一番悩み考え、
常に頭の中は妊娠のこと、子供のこと
でいっぱいです。だからこそ、周りに
は触れて欲しくない。そして私が一番
触れて欲しくない人、それが姑でした。
　以前から少しきつい事を言う人だと
思ってはいました。結婚した当初、主
人も一緒に私の実家へ行く事が多いと
知ると、「息子はあなたの家へ養子に
やった訳じゃない」と言われたり、き
つい事を言われても私が笑顔でかわす
と「○○さんはいつもそうやってヘラ
ヘラ笑っていればいいから」と言い、
時には「○○さんは家事が好きならこ
この家へ入って、家政婦みたいに私の
家を掃除してくれたり食事を作ってく
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れれば良いわ」と言われた事もありま
した。顔を合わせるたびに、傷付くこ
とを沢山沢山言われてきました。けれ
ど、妊娠に関しては、母親、女性、主
人の母として、子供をなかなか授かれ
ずに悩む気持ちは分かってくれている
のではと勝手に思っていたのです。あ
る日主人の実家を訪れていた時のこ
と、主人が席をはずした瞬間に姑は
私に向かって、「○○さん、お腹はま
だ？」と言ってきたのです！最初は何
を言ってきたのか理解できませんでし
た。え？お腹？何？と思った瞬間と同
時に「まだ出来ないの？」と言ってき
ました。ああ、子供のことだ…。ショッ
クでした。悔しくて悲しくて涙が出る
のを必死でこらえました。
　毎日毎日、頭の中は子供を授かれな
い事と傷つける言葉を放つ姑の事で
いっぱいで、もう自分が自分でなく
なっていってしまいました。家にこも
りがちになり、人ごみの中に行くと動
悸がし始めその場にいられなくなるよ
うな息苦しさ、このまま心臓が止まっ
てしまうんじゃないかという恐怖に襲
われました。働く事も車の運転も買い
物にも出られない。朝は目が覚めても
起き上がれず常にだるく、もちろん大
好きな主人の前でも笑う事もなくなり
ました。そんな中でもタイミングや人
工授精を試していたのですが結果は出
ず、1年近く通院を中断したのですが、
主人と話し合って体外受精へステップ
アップする事に決め治療を再開しまし
た。けれども日々がギリギリの心の状
態で居た私は、救急車で運ばれたあの
日のパニック症状が恐怖になっていま
した。「体外受精治療なんかして大丈
夫かな。パニック障害の治療をしてか
らの方がいいのかな。」
　私は、主人と相談室をノックしまし
た。最初の日は治療についての相談と
いう事で利用し看護師さんとのやり取
りの中で分からない事を聞いて答えて
いただいたのですが、なにかスッキリ

しないままその日は終わり、次の体外
受精へ挑んだ時、移植を終えたお部屋
にその時の看護師さんが来てくれまし
た。「先日の相談、きっとすっきりし
なかったと思って、力になれずごめん
なさい。今度良かったらカウンセラー
に会ってみませんか？心の話のプロな
ので」この声かけがとても嬉しくて、
涙が溢れきました。「はい。お願いし
ます。」そして私は週に一度のカウン
セリングを受けることになったので
す。
　初めてのカウンセリングの日、カウ
ンセリングのことよりも、まず一人で
運転をして諏訪マタニティークリニッ
クまで辿り着けるのか不安でいっぱい
でした。やっとの思いで着いたときに
は「帰りは帰れるかな」と心配をして
いました。相談室に入りソファーに腰
をかけ、渡辺さんは私に「来てくれて
ありがとう」と言ってくれました。そ
の途端に涙が溢れてきました。その一
言が、今まで必死に頑張ってきた全て
に向けてくれた言葉のような気がして
…。「ここでは何を話してもいい。ど
んな事でもいい。私は一生懸命聴かせ
てもらうからね」そう言われ、拭いて
も拭いても止まらない涙と共に、今ま
で辛かった思いを打ち明けました。一
時間が経ち、最後に渡辺さんは言いま
した。「今日話した事を後で振り返ら
ないこと事。気持ちはここへ置いて
いって」と。来るときはただ必死だっ
た私は、帰り道は景色を楽しむ余裕さ
え出ていました。初めてのカウンセリ
ング体験は本当に不思議でした。そし
てそれからはお約束としての毎日の
メールをしました。カウンセリングを
終えての気持ちや、その日その日に感
じたこと、ふと思ったこと、聴いても
らいたい事、何でもありのままをメー
ルにしたためました。全てのメールに
対して渡辺さんは返事をくれました。
　2回目の最初「心の中の洗濯機に手
を入れてみて。絡むもの、なんだろう。」

私の心の中には、姑の事の他にも気持
ちの整頓が出来ていない過去もありま
した。その日はそのことを話しました。
次の回も、またその次の回もその日の
思うままに、たくさん話しました。話
してみて、姑の事は想像以上に私の心
を支配していたことに気づきました。
そんな私に渡辺さんは一言「あなたは
誰と、生きていくのかしら」。ハッと
しました。瞬間的に心が動きました。
そうだ！私の大切な人は夫。私は姑と
生きていくんじゃない！夫と生きてい
くんだった！。カウンセリングの度
に、最初濁っていた私の心の洗濯機の
水がどんどん綺麗になり、絡まってい
た洗濯物は解かれ、澄んでくるのを感
じました。それがそのまま私の気持ち
の変化となりました。渡辺さんから相
談室を卒業だね、と言われたとき、も
う、以前の私じゃないと自信がありま
した。もちろん姑からの態度は全く変
わりません。変わったのは私です。私
の心の持ち方です。相手を変えさせる
事は決してできないし環境も変えられ
ないけれど、カウンセリングによって
私が私の力で変われて、苦しかった捕
われから解放されたのでした。
　継続カウンセリングを終えた私はそ
こから再度体外受精をし迎えた判定
日。吉川先生が「○○さん、妊娠して
るねー！」いつもはクールな吉川先生
が嬉しそうに笑顔で伝えてくれまし
た。「えー！嬉しい！ありがとうござ
います！」
　驚きと嬉しさでいっぱいでした。相
談室で待っていてくれた渡辺さんに、
「妊娠してました！嬉しい！」と伝え
ると、「おめでとう！良かったね！」
とまるで自分のことのように喜んでく
ださいました。それから無事に諏訪マ
タからもカウンセリングからも卒業し
た私は、息子を出産しました。
　今、私の心の中は、大切な夫の笑顔
と、息子の笑顔で満ち溢れています。
▲
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　皆さんに支えられてこうのとり相談室は 2013 年 3
月で 10年を迎えることとなりました。今回はその記
念号ということで、テーマを「風が変る時」と題して、
いろいろな状況の方々から不妊治療体験談をお寄せ頂
く事になりました。
　人の顔が違うように治療も十人十色。こと、気持ち
においてはそれぞれ考え方や捉え方には大きな違いが
あります。しかし心の重しは「打ち明ける勇気を持て
さえすれば楽になる」ということを相談室をご利用頂
いてきた多くの皆さんがおっしゃってくださいまし
た。これまでの 10年と変る事なく、皆さんにとって
より良い場所で在れますように、スタッフ一同努力を
して参ります。
　今後とも宜しくお願いいたします。

　この 8月 1日で諏訪マタニティークリニックを開院して 38年目、こうのとり外来を開設し

吉川文彦先生にご担当頂いてから 17年目、こうのとり相談室を開設してから 10年目、とい

う長い歳月が流れることとなりました。

　当院での最初の不妊治療患者さんが妊娠・出産してからは 36年が過ぎますが、あの頃は、

排卵誘発剤が日本国内で使われ始めて間も無い頃で、今とは比べ物にならないくらい治療にお

ける選択肢はありませんでした。

　私一人で周産期医療とともに関わっていた不妊治療部門は、こうのとり外来設立後、吉川先

生の新しい知識と努力により飛躍的に成長。今や日本有数の施設となり、多くの御夫婦の元に

こうのとりによるお幸せをお届けすることができるようになりました。

　こうのとり外来の歩みとともに患者さんのニーズによって立ち上がりこの度 10周年を迎え

たこうのとり相談室が、これからもみなさんの “心のオアシス” としてあり続け、気軽に御利

用頂けますようスタッフ一同努めて参りたいと存じます。

どうぞ宜しくお願い致します。

院長　根津八紘

〈相談室スタッフ〉
左上より：高橋（アシスタント）、渡辺（カウンセラー）、保科（培養室主任）
左下より：入倉（看護師）、小林（外来主任看護師）、林（看護師）

『心のオアシスとしての
こうのとり相談室』

Message from...



看護師には ...
○薬の飲み方
○検査について
（性交後検査・子宮鏡・卵管造影）
○検査室での内容を再確認
○内膜症・筋腫のこと
○子宮内膜ポリープ
○今後の治療について
○ステップアップについて

培養士には ...
○IVF の説明会を聞いたが分から
ないところ

○なぜ卵が採れなかったか
○なぜ受精しなかったか
○分割卵の状態
○凍結卵の状態
○胚盤胞移植について
○移植後の生活の仕方
○顕微授精をした方がいいか
○人工授精について

カウンセラーには ...
○仕事との両立
○家族・夫婦間の問題
○治療への向かい合い
○気持ちの行き詰まり
○治療への不安
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Q&A
2013年 1月 22日（火）より受診方法が変わりました。
こうのとり外来を受診される皆さんへ
2013 年１月 22日より当病院不妊外来の受診方法を、
以下の通り変更させていただきました。
どうぞご理解の上、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

　初めて受診される皆さんへ

　受付時間　　　AM8：30～ AM10：00

＊ 御夫妻で初診されますようお願いいたします。患者さん（妻）だけで
来院される方は、御主人の保険証の写しを御持参下さい。
＊ 妻の年齢は 43歳未満（42歳）までです。

■ まずはご予約ください。
○ 電話予約の場合
 予約専用電話 0266-28-6102 にお電話ください。
 電話受付時間：AM9：00～ PM5：00
 　　　　　　　（土日、祭日、年末年始、盆休みを除く）
○ 窓口へ直接おいでいただいた場合
 受付にてご予約のうえ、問診票にご記入のみして頂きます。
 いらしたその日に受診することはできません。
■ 紹介状について
紹介状をお持ちの方と、お持ちでない方で、予約枠が異なります。
ご予約の際、紹介状をお持ちかどうかを受付にお伝えください。

　再診の皆さんへ

　受付時間　　　AM8:30 ～ AM11:00 ／ PM3:30 ～ PM5:00

＊ 妻の再診年齢は 46歳未満（45歳）までです。

■ ご来院までのながれ
＊再診が１年以上あいた場合の来院時の注意点＊
１年（最終受診月を含む 12ヶ月）以上あいて来院される方は、「初めて
受診される皆さんへ」と同様の手順で、診察予約をお願い致します。
○ 当院にて分娩をされて、１年以上あいた方は、その旨をお伝えください。
○ 他院にて分娩された方、または治療を１年以上休まれての再診察ご希
望の方は、その旨をお伝えください。

　体外受精の料金について

体外受精において回数を重ねた際の減額は 3 回までとし、4 回目以降は 3
回目における料金となります。

何かご不明な点等ありましたら、病院受付におたずねください。


